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｢近鉄グループ経営計画（平成１８年度～平成２１年度）｣の策定について 
 
 
当社では、このたび、｢近鉄グループ経営計画（平成１８年度～平成２１年度）｣を策定

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

当社グループでは、平成１４年６月に策定した新｢近鉄グループ経営改善計画｣に基づき、

事業の整理再編、資産の圧縮、コスト削減などの施策に鋭意取り組んでまいりました。そ

の結果、収益力は向上し、連結有利子負債の削減目標を一年前倒しで達成したほか、計画

最終年の本年度末には所期の目標を概ね達成する見込みです。 

 

事業の再構築に一定の目処がついた今、新たなステップとして策定した今回の経営計画

では、その計画期間（平成１８年度～平成２１年度）を、当社創業１００周年（平成２２

年）以降の飛躍に向けて業績向上を実現する｢基盤確立期｣と位置付け、安全で高質な輸送

サービスの提供、快適な都市機能と良好な住環境の整備、さらに魅力ある観光地開発を通

じて近鉄ブランドの向上を図り、持続的成長を実現してまいります。 

この基本方針に則り、４つのコア事業（鉄道、不動産、流通、ホテル・レジャー）にお

いて、①鉄道事業では、けいはんな線の開業や阪神西大阪線との相互直通運転開始による

沿線拡大を機に、沿線観光地の活性化も併せて新規需要の開拓、②不動産事業では、主要

ターミナルや駅周辺などでの開発プロジェクトを推進することによる賃貸収益の基盤整備、

③流通事業では、主要ターミナルの再整備に併せた駅空間およびその周辺部での積極展開、

④ホテル・レジャー事業では、各ホテルのリニューアルや魅力あるサービスの提供による

ブランド力の強化、をそれぞれ図ることとし、利益水準を高めてまいります。 

 

｢近鉄グループ経営計画（平成１８年度～平成２１年度）｣の内容は別紙のとおりです。                

             



近鉄グループ経営計画
（平成18年度～平成21年度）
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今回の経営計画の位置付け

近鉄グループ
経営改善計画

新「近鉄グループ
経営改善計画」

平成12年度～平成14年度

近鉄グループ
経営計画

今回策定計画

近鉄創業
100周年

平成22年9月16日

平成14年度～平成17年度 平成18年度～平成21年度 平成22年度～

けいはんな線開業

阪神西大阪線相互直通運転開始

再構築期 基盤確立期 第２の創業期
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基本方針

当社は創業百周年（平成22年度）以降を第２の創業期とし、
新たな飛躍を目指している。本計画は、それに向け、沿線価
値向上の観点からコア 事業（鉄道事業、不動産事業、流通事
業、ホテル・レジャー事業）の基盤を強化し、グループ経営
体制を一層強化することで、業績向上を実現する基盤確立期
と位置付ける。

けいはんな線開業、阪神西大阪線との相互直通運転の開始
による実質的な沿線拡大を機に、鉄道グループの原点に立ち
返って、安全で高質な輸送サービスの提供、快適な都市機能
と良好な住環境の整備、さらに魅力ある観光地開発を通じて
近鉄ブランドの向上を図り、持続的成長を実現する。

また、これらの成果として利益水準を高め、年５円配当を
目指す。

【基本方針】【基本方針】
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数値目標

平成16年度
実績

平成17年度
予想

平成21年度
目標

営業収益 1兆1,063億円 9,400億円 ⇒ 1兆円

当期純利益 206億円 160億円 ⇒ 250億円

有利子負債 1兆4,074億円 － ⇒
1兆2,000億円

以内

営業収益 2,575億円 2,920億円 ⇒ 3,000億円

当期純利益 52億円 105億円 ⇒ 150億円

※平成17年度予想は平成18年3月期中間決算発表時（平成17年11月25日）の公表数値

連
結

単
体
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① 組織の整備
・鉄道営業子会社（近鉄ステーションサービス）との合併【平成18年3月】

② 需要喚起
・けいはんな線開業【平成18年3月】
・阪神西大阪線との相互直通運転開始【平成21年春】
・主要ターミナル活性化
・沿線観光地の活性化（伊勢志摩、奈良大和路）
・新技術の活用
→ＩＣ乗車券の導入【平成19年春導入予定】
→インターネットを利用した顧客囲い込み

③ 支線対策

鉄道の最大の使命である安全輸送に注力することはもとより、けいはんな線の開業、
阪神西大阪線との相互直通運転開始による実質的な沿線の拡大を機に、大阪から学研
都市、神戸から奈良方面や伊勢志摩、当社線から神戸、姫路等への新規需要の開拓を
行い、旅客の増大を目指す。

また、世界遺産を含む沿線の「本物」の観光資源をアピールするとともに、歴史と
自然の宝庫である沿線観光地を活性化し、中長距離旅客の増大を図る。名阪間をはじ
めとする都市間輸送に関しても利便性、快適性の向上を図り、より一層の強化を行う。

一方、収支改善策の一環として、大幅な赤字を計上している支線については、抜本
的な改善策を実行する。

コア事業の基盤強化 －(1)鉄道事業－

≪基本戦略≫≪基本戦略≫

＜施策＞
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① 主要ターミナルおよび駅周辺開発
・ターミナル再整備

あべの橋、上本町、京都、四日市、奈良
・駅周辺整備

けいはんな線新駅（学研奈良登美ヶ丘駅、学研北生駒駅、白庭台駅）、あやめ池駅
② マンション分譲事業
・平成18年度～平成21年度の4年間で8,200戸販売予定

③ 戸建建売事業
・平成18年度～平成21年度の4年間で2,400宅地販売予定

④ 沿線用地の積極的活用
・変電所、車庫用地等

⑤ ストックビジネス等の成長分野への展開

沿線の主要ターミナルや駅周辺などでの開発プロジェクトを強力に推進し、積極投
資を行うことで、将来の賃貸収益の基盤整備を図る。

分譲事業については、好調なマンション分譲事業を当面収益の中心としながら、戸
建建売事業における既存宅地の早期処分を図る。

将来的に分譲市場が縮小していくことを視野に入れ、コスト削減の徹底・生産性の
向上を通じて既存事業の利益率を高めることと併せ、新たな成長分野であるリフォー
ム事業・住宅流通事業、住宅管理業や賃貸営業などのストックビジネスにグループの
ノウハウ・資源を集中し、各事業の連携を強化することにより、事業展開を図る。

コア事業の基盤強化 －(2)不動産事業－

≪基本戦略≫≪基本戦略≫

＜施策＞
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① 近鉄百貨店グループの展開
・あべの本店の全面リニューアル
・あべの本店南用地に新商業施設建設

② 近鉄直営流通事業
・あべの橋、上本町、京都、西大寺等主要駅での商業スペースの創出とショッピン
グモール化

・顧客ニーズに迅速に応え得る各種直営店舗の開発とそのための外部企業との提携
【平成18年度～平成21年度の4年間で１８０店舗出店】

・サービスエリア内飲食・物販施設の高品質、高収益化を目指し、グループ内企業
の統合・提携も視野に入れた積極的な展開

主要ターミナルおよび駅周辺の基盤整備と併せ、駅空間およびその周辺部で
の流通事業を積極的に展開するとともに、効率化、高収益化を一層推進する。

百貨店は主力店舗のリニューアル等を継続実施しており、特にあべの本店は
新商業施設の建設により西日本最大の百貨店を目指す。

駅構内店舗は物販店、飲食店の出店を加速し、サービスエリアでの飲食・物
販事業は事業の統合・提携も視野に入れた積極的な拡大を図る。

コア事業の基盤強化 －(3)流通事業－

≪基本戦略≫≪基本戦略≫

＜施策＞



8

① 旗艦ホテルへの再投資
・ウェスティン都ホテル京都本館本格改修
・新「志摩観光ホテル」の建設

② 既存ホテルの更新投資、美装化
③ 宿泊特化型ホテル等の業態開発

・沿線主要都市のグループ所有地におけるホテル開発
・ホテル物件の買取、既存ホテルの業態変更による収益力の拡大
・ロードサイド型バジェットホテル等ニューコンセプトホテルの開発

④ 伊勢志摩、奈良大和路地域の活性化

直営化したホテル事業は、各ホテルのリニューアルを順次図るとともに、魅
力ある商品・サービスの提供による“都ホテルズ＆リゾーツ”のブランド力の
強化に努め、収益力の一層の向上を目指す。

都市型シティホテルを中心とした事業展開のほか、高級リゾートホテル、高
品位宿泊特化型ホテルの業態展開等、新たな事業開発も視野に入れる。

また、近鉄グループのホテル、旅館、レジャー施設が集積している伊勢志摩
地域、奈良大和路地域の活性化を図る。

コア事業の基盤強化 －(4)ホテル・レジャー事業－

≪基本戦略≫≪基本戦略≫

＜施策＞
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① あべの橋ターミナル
・新商業施設建設

近鉄百貨店所有のあべの本店南用地（HOOP南側）に商業施設を建設
商業基盤強化と既存施設の活性化を図る。
敷地面積約5,000㎡、営業面積約13,000㎡【平成19年秋以降開業目途】

② 京都ターミナル
・２階への改札統合など駅施設の整備
・ホーム拡充、４番線設置【平成22年度完工予定】

③ 難波ターミナル
・阪神線との相互直通運転開始に伴う駅施設および周辺整備

④ 上本町ターミナル
・近鉄百貨店との補完関係、相乗効果を意図した近鉄劇場跡地利用計画

商業＋業務施設を軸にプラン検討中
⑤ 奈良ターミナル

・駅ビルのリニューアル計画策定
・周辺土地の有効活用など奈良駅周辺の活性化に資する再整備

⑥ 四日市ターミナル
・商業施設を含めた駅周辺施設の再整備

主要プロジェクト －快適な都市機能づくり－

大都市を結ぶ都市間交通の窓口として、主要観光地への内外からの玄関口と
して、さらには沿線にお住まいの方にとって都市との接点として、主要ターミ
ナルを整備し、利便性を向上させるとともに、商業施設等周辺開発を行うこと
で、先進性・多様性を兼ね備えた快適な都市機能づくりをすすめる。＜計画内容＞＜計画内容＞
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① けいはんな線沿線開発
・学研奈良登美ヶ丘駅、白庭台駅周辺に既存住宅地と合わせ2,100戸の住宅地開発
・駅周辺には、生活を支援する大型商業施設、文教施設、医療機関、金融機関等の
施設の立地を進める。
○白庭台駅北側に商業ビル整備

延床面積約1,300㎡、ｽｸｰﾙ､ﾍｱｻﾛﾝ等【平成18年度開業】
○学研奈良登美ヶ丘駅南側に商業ビル整備

延床面積約10,000㎡、ﾌｨｯﾄﾈｽ､ｸﾘﾆｯｸ等【平成18年度開業】
○学研奈良登美ヶ丘駅南西側に大型商業施設（ｲｵﾝ）誘致【平成18年度開業】

② あやめ池遊園地跡地利用計画
・街の付加価値を向上させ、周辺住民の利便に資する各種施設を整備
（生活利便施設、文教施設、福祉施設など）

・恵まれた自然を活かした環境配慮型の住宅地を開発

◇ 少子高齢化の進展、情報社会の高度化等の時代の変化に合わせて、生活支援事業（家事支
援、セキュリティサポート、シニア向け事業等）を展開し、また情報基盤整備（移動中を
含め、いつでもどこでも利用可能なネットワーク環境の整備、ＩＣカードサービス提供基
盤の整備等）を行うことで、一歩進んだサービスを迅速に提供していく。

主要プロジェクト －良好な住環境の整備－

安全、快適で、一歩進んだ、一歩質の高い住まいを提供する。あらゆる世代
に対する生活サービスを提供するとともに、時代にマッチした良質な生活スタ
イルを提案していく。こうしたハード､ソフト両面での良好な住環境整備によ
り魅力ある沿線づくりを目指す。＜計画内容＞＜計画内容＞
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① 「伊勢志摩事業計画」（平成17年11月9日プレス発表）
・「グループ事業の強化」「情報発信・商品企画の拡充」「地域の魅力創出」を三つの柱として、地

域との連携を図り、グループの力を結集。『伊勢志摩』の地域振興に貢献するとともに全国から注
目され、競争力のある観光地になることを目指す。
○新「志摩観光ホテル」の建設（投資額：約３０億円）【平成20年春開業予定】

伊勢志摩活性化の象徴的な事業として新たに５０室程度の高品質なリゾートホテルを建設
○セラピー施設の整備（現「志摩観光ホテル」をﾘﾆｭｰｱﾙ）（投資額：約２５億円）【平成20年春開業予定】

「志摩エリアにおける健康・ｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ拠点構想」の中核施設として整備
○賢島での温泉開発（投資額：約５億円）【平成18年秋開業予定】

観光地の必須条件でありかつ健康にも関わりをもつ温泉を開発し、賢島宝生苑などで利用
○スポーツイベントの開催・誘致

② 奈良大和路活性化事業
・平成22年に平城遷都１３００年記念（※）という大きな事業を控え、これを契機として、鉄道を中
心としたグループ事業が一体となって奈良地域の活性化を進めていく。
○観光客増加策

「歴史街道」計画、「世界遺産」の活用、他の観光地域（京都、飛鳥・吉野）との連携
阪神西大阪線との相互直通運転開始による阪神地区からの誘客
奈良ターミナルの整備

○宿泊客増加策
首都圏でのＰＲおよび首都圏からのｱｸｾｽ強化（京都ﾀｰﾐﾅﾙ整備、他の交通事業者との連携）
宿泊施設等の整備

主要プロジェクト －沿線観光地開発－
当社沿線は、２つの国立公園・５つの国定公園という恵まれた自然を有し、「歴史街

道」のメインルートでもあり、「世界遺産」にも登録される歴史ある日本有数の観光地
を数多く有している。日本人の心のふるさとともいうべき歴史・文化資源に恵まれた沿
線特性をさらに活かし、地元とも連携して積極的に観光地を開発し、情報発信していく。＜計画内容＞＜計画内容＞

※平城遷都１３００年記念事業
・期間：平成22年春から秋頃（６ヶ月間）
・事業主体：平城遷都1300年記念事業協会
・規模：平城宮跡を中心に、期間中500万

人の来場者を目指す
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グループ経営の強化

グループ会社による沿線価値向上を図る事業を推進すると
ともに、グループ間の営業連携を強化するため、戦略的・効
率的な再編をすすめる。

さらに、グループ統治体制の整備、強化を図るため、本社
による事業分野ごとの責任経営体制を構築する。

それらを通じて、グループの総合力をさらに高め、グルー
プ会社の一層の収益性向上、財務体質改善を目指す。

【グループ経営の強化】【グループ経営の強化】


